
食べて守ろうお口の健康
人が80歳まで１日３回食事すると仮定した時、なんと87,600食をとることになります！
「食事は口からとることが当たり前」と思っているあなた！今ある歯の本数、噛む力、飲み込む力など…
これからも長く付き合っていく自信はありますか？今回は、お口の健康を保つ食事や食べ方のポイントをお伝え
します。

食事の温度と誤嚥
食事の温度と嚥下反射（飲み込む反応）には深い関係があります。人の体温に
近い温度（30～40℃）では、嚥下反射が起こるまでに少し時間がかかるため、誤
嚥しやすいと言われています。誤嚥を予防するには、食事の温度と体温に約20℃
の差があれば良いとされていますが、温かい料理は温かく、冷たい料理は冷たく
食べることが美味しくいただくポイントになります。

日頃からあまり噛まない食事をしていると、噛む力が徐々に弱くなり、自然と噛まなく
てもよい食べ物を好むようになります。特に高齢者は、歯が欠けたり噛む力が衰えると食
事が面倒だと感じ、欠食や低栄養に繋がる恐れもあります。また、歯の本数と食べられる
物には関連性があり、歯の本数が減るにつれ、食べられる食品の数が限られてきます。今
ある歯を大切にし、よく噛んでゆっくり食事をする習慣を身につけましょう！

噛む力を維持しよう！

噛む力や飲み込む力を保つには、お口全体をフルに使って食べる料理がお薦めです。
例えば、具材を大きめに切って噛み応えを残したり、骨のある魚や肉、殻付きの貝な
ど、食べる時に唇や舌をよく使う食材を、普段の食事に取り入れましょう。
また、麺類やスープなど、すすって食べる料理もお薦めですよ！

主食・主菜・副菜のそろった、栄養バランスの良い食事は、お口の健康
を保つために大切です。いろんな食品から栄養素をとることで、歯や歯茎
の健康を保ち、歯周病や口内炎などの予防にもなります。また、「だらだ
ら食べ」や「ながら食べ」は虫歯の原因にもなるので、決まった時間に食
事をすることも大切です。

バランス良く食べよう！
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秋野菜のゴロゴロきんぴら秋野菜のゴロゴロきんぴら 炊飯器で出来る！シーフードピラフ炊飯器で出来る！シーフードピラフ

お口の健康を保つ 秋レシピ

① 食材を一口大に切る。さつま芋は一度水にさらし
ておく。

② レンコン、人参、さつま芋を電子レンジ（600w）
で４～５分加熱。

③ フライパンにサラダ油をひき、レンコン、人参、
さつま芋にほんのり焼き目がつくまで炒める。次
にエリンギを加え、さらに炒める。

④ フライパンにAを加え、具材とよくからんだら火
を止める。

⑤ 器に盛り、白ごまをお好みでかける。

① エビはよく洗い、背ワタを取る。冷凍ア
サリは水につけて軽く洗い、水を切って
おく。

② 赤パプリカ、ピーマン、しめじは食べや
すい大きさに切り、玉ねぎはみじん切り
にする。

③ フライパンにオリーブオイルをひき、に
んにくを入れて火にかける。

④ にんにくの香りが立ったら、エビ、アサ
リ、塩コショウ、白ワインを加え、エビ
の色が変わり、 アサリの口が開くまで炒

●レンコン.......... 80g（1/2節）
●人参................... 50g（1/3本）
●さつま芋......60g（小1/2本）
●エリンギ..........................1本
　●醤油 .................大さじ1/2
　●砂糖 .................大さじ1/2
　●酒......................大さじ1/2
●白ごま ............................少々
●サラダ油........................少々

ポイントポイント

コラ
ム

Youtube
にて動画
公開中！

▼アクセスはこちらから

材料と作り方（2人分） 材料と作り方（2人分）

食感を楽
しむ！

お口全体をフルに
使って食べよう！
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普段の食事も貴重なトレーニングに！

める。炒めたエビとアサリは皿に取り出
す。

⑤ ④のフライパンで赤パプリカ、しめじ、
玉ねぎを炒める。米を洗わずにふり入れ
約５分炒め合わせる。

⑥ 炊飯器に⑤とBを加え、炊飯スイッチを
押す。

⑦ 炊き上がったら、エビ、アサリ、ピーマ
ンをまんべんなく乗せ10分蒸らし、盛り
つける。

●米................................... 1合
●アサリ（殻付き冷凍）　　
　.......................... 10～12個
●エビ（殻付き）............. 8尾
●玉ねぎ ......................1/4個
●赤パプリカ..............1/4個
●ピーマン...................... 1個
●しめじ ......................1/2株

●にんにくチューブ..... 5cm
●オリーブオイル　　　　　 
　..................................大さじ1
●白ワイン................大さじ2
●塩コショウ.................. 少々
　●コンソメ顆粒...小さじ1
　●ターメリック　　　　　　 
　　......少 （々カレー粉でもOK）
　●水.............................250ml

噛んだり、飲み込みに心配のある方は
シーフードミックスを使ってもgood!

メモ

食材を切る時は
大きめに切る！

歯と歯茎の
健康に必要

歯周病予防
に必要

口内炎・口角炎
の予防に必要

たんぱく質、カルシウム、
ビタミンA（歯のエナメル質強化）

マグネシウム（唾液の質に関わる）

ビタミンB群

お口の健康を保つ主な栄養素と食品

歯の本数と食べられる物の関係

お口を鍛えるおすすめメニュー

おすす
め

温度
冷たい料理
５～10℃

温かい料理
60～65℃

AA BB

ごえん

えんげ

参考：新庄ら1985～86年

食欲の秋 !

スルメイカスルメイカ
きんぴらごぼうきんぴらごぼう

れんこんれんこん

おこわおこわ

かまぼこかまぼこ

せんべいせんべい
ナスの煮付けナスの煮付け
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バナナバナナ

酢だこ酢だこ

フランスパンフランスパン たくあんたくあん

0～5本
6～17本
18～28本

さんまの塩焼き 魚介たっぷりパスタ 鶏手羽元の香草焼き

レバー

アサリ 玄米

玄米魚納豆たまご肉

牛乳 にんじん

ポイントポイント
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ポイントポイント
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ニュース

ザ・自炊で節約弁当Iさんの Oさんの 季節を感じるほっこり弁当

昼食時は１日の中で最も代謝が良く、栄養素が効率よく利用される時間帯なので、品数が豊富なお弁当
は、理にかなっており大変素晴らしいです！また、前日に準備したり、つくりおきの常備菜を活用す
る工夫もとても良いですね。

協会スタッフの お 弁 当 事 情

お弁当歴
２年

心がけていること
なるべく節約できるよ
うに、前日の夕食準備
の際、お弁当用も含め
ておかずを作るように 
しています 。

お弁当歴
10数年

心がけていること
季節の食材を使い、彩りは “赤
黄緑白黒” を意識しています。
常備菜もよく詰めています。

管理栄養士から

11月21日㈰は、Karada Good Miyazaki フェスタ 2021へ行こう！
JAアズムホールでイベントを開催します。

詳しくは、 当協会ホームページやテレビ宮崎商事のホームページなどをご覧ください。

酵素玄米を

使っています

業務企画課
森田 愛璃
マイブーム：映画・ドラマ・アニメ鑑賞

常に向上心を持って、
成長していきたいです。

業務企画課
丸田 彩日
ニックネーム：まるちゃん
マイブーム：好きな歌手の YouTube 鑑賞

迅速かつ丁寧に仕事をしていきま
すので、よろしくお願いします。

業務で外出することが
多いですが、お弁当は
買わずに自分で作るように

しています！

今はコロナ禍でできませんが、
多くの人に振舞うことが好きなので、

喜ぶ顔を想像しながら作るのが楽しみです。

宮崎県の「80歳で20本以上の歯を持つ方の割
合」は、全国に比べ、かなり低い状況です。 
おおよそ何％でしょうか。

サンテクイズに正解した方の中から抽選で
３名の方にクオカード1,000円分をプレゼン
トします。必要事項をご記入の上、宮崎県
健 康づくり協会HPのサンテクイズ 応 募
フォームまたはハガキにてご応募ください。
いただいた個人情報は、プレゼント発送の
みに使用させていただきます。

①サンテクイズの答え
②年齢
③お名前
④郵便番号、住所
⑤サンテの感想、ご意見など

当選者の発表はプレゼント発送をもって代えさせ
ていただきます。クイズの答えは
次号で発表します。

応募フォーム
はコチラ

応募方法 必要事項 応募締切

〒880-0032　宮崎市霧島 1-1-2
宮崎県健康づくり協会　「サンテ宮崎」編集 係

応募先

令和3年12月10日（金）当日消印有効

10％A 30％B
50％C 70％D

前回のサンテクイズの答え　C.30分　でした！

命は
食にあり！

カ　ラ　ダ グ ッ ド ミ　ヤ　ザ　キ

5　サンテ宮崎


